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     ２００８（平成２０年） １～１２月 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

１月 

1.2 NY商業取引所で、市場初めて１バー

レル１００ドルの大台乗せ 

1.8  NYの金先物相場、28年ぶりに最高

値を更新 

1.11 厚労省、日雇い派遣大手グッドウ

ィルに事業停止命令(7月31日、廃業

へ) 

1.11 薬害肝炎法、成立（薬害C型肝炎の

被害者に給付金を支給） 

1.11 新テロ特別措置法、衆議院での再

可決で成立(再可決は57年ぶり） 

1.11 改正ドメスティックバイオレンス

法､施行(身体への脅迫・メールも禁

止) 

1.12 台湾立法委員選挙で、対中融和を

掲げる国民党が、定数の3分の２を上

回る議席を獲得 

1.17 石破茂防衛相、インド洋での給油

部隊活動の再開に向け、派遣命令 

1.17 全労協結成20周年記念レセプショ

ン（浜松町・アジユール竹芝）  

1.18 米シティグループ、日興コーディ

アルグループを完全子会社化 

1.19 改正障害者雇用促進法、成立（法

定雇用率の適用事業所規模の段階的

低減） 

1.23 連合と日本経団連の首脳会談 

1.23 東京地裁、JR不採用をめぐる全動

労裁判で、国鉄による組合間差別の

事実を認定 

1.26 第８回世界社会フォーラム  

1.27 大阪府知事選挙、橋下徹初当選 

1.28 東京高裁、日本マクドナルドが店

長を管理職扱いにして、時間外労働

賃金を支払わなかった件につき、「

店長は管理監督者に当たらない」と

して、時間外労働賃金の支払命令 

1.30 千葉県・兵庫県で、中国製の冷凍

餃子で中毒症状（農薬を検出） 

1.31 東京高裁、兼松の男女賃金差別事

件で、コース別賃金は違法と判断（

同社の４人の女性社員に7,250万円の

支払命令） 

1.31 警視庁、職業安定法違反容疑で、

「グッドウイル」など約10カ所を家

宅捜索 

 

２月 

2.1 日教組、教研全体集会の中止を決定

１月 

1.13  第26回全国都道府県対抗

女子駅伝（西京極陸上競技場

―国立京都国際会館）、京都

４年連続12度目の優勝 

1.15  京都市営地下鉄東西線開

通式（弥生会館、16日、二条

―太秦天神川開通） 

1.17  「今正義を、京都市政を

刷新する会1万人集会」(府立

体育館）９千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.2 第５回アビリンピック京都大

１月 

1.5 京都総評、2008年新春旗開

き（ルビノ堀川） 

1.7 京都労福協、京都労働運動O

Bの会、2008年新年交歓会(労

館） 

1.10 連合京都､2008年新春旗開

き（京都ホテルオークラ） 

1.16 連合京都洛西地協定期総会

（弥生会館） 

1.24 連合京都洛北地協定期総会

（保養所かもがわ）、議長=高

橋直樹 

1.25 綴喜地労協定期大会(京田

辺社会福祉会館) 

1.26 連合京都、京都市長選挙勝

利決起集会（京都会館） 

1.26 連合京都綾部地協定期総会

（ITビル） 

1.26 連合京都福知山地協定期総

会（サンプラザ万助） 

1.27 連合京都舞鶴地協第10回定

期総会（舞鶴勤労者福祉セン

ター） 

1.27 連合京都たんご地協定期総

会（天橋立ホテル） 

1.28 連合京都伏見地協定期総会

（京都タワーホテル）、議長

＝宮城勝夫 

1.28 全動労訴訟判決報告集会(

労館)   

1.29 連合京都乙訓地協定期総会

（バンビオ）、議長＝橡田力

蔵 

1.29 連合京都南山城地協定期総

会（宇治市生涯学習センター

） 

1.30 連合京都、「改正パートタ

イム労働法の学習会」と併せ

た格差是正集会(労館) 

1.31 連合京都洛南地協第11回総

会(リーガロイヤルホテル京都

） 

 

 

 

 

 

２月 

2.6 連合京都、「2008年春季生
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

、会場の使用契約を解除したグラン

ドプリンスホテル高輪に抗議声明（ 3

月14日、損害賠償裁判を申立） 

2.2 トヨタ自動車、2007年の自動車生産

台数が、米ゼネラル・モーターズ (GM

)を抜き世界一に(GMの2007年12月期

決算、過去最大の４兆円の赤字に) 

2.4 薬害C型肝炎集団訴訟、大阪高裁と

福岡簡易裁判所で、原告と国が初め

て和解 

2.7 東京地裁、再雇用拒否事件の都立高

校の教員が提訴した件で、「職務命

令違反を過大視したことは、裁量を

逸脱している」として、都に2,700万

円を支払へと判決 

2.7 愛知県警、元時津風親方など４人を

、新弟子暴行傷害致死容疑で逮捕(20

11年８月、元時津風親方の実刑５年

が確定） 

2.10 韓国・ソウルにあった同国最古の

木造建築物である南大門（1398年完

成、国宝第1号に指定）の楼閣部分､

全焼 

2.11 沖縄県警、14歳の女子中学生に乱

暴したとして、米海兵隊員を強姦容

疑で逮捕 

2.12 連合、非正規労働者向けウエヴサ

イト「フエアワーク つながるネッ

ト」を開設 

2.13 財務省の2007年国際収支（速報）

で、経常収支の黒字は25兆円で、2年

連続で最高額を更新 

2.15 農水省、輸入小麦価格の30%引き上

げを発表 

2.19 海上自衛隊イージス艦･あたご、漁

船に追突、漁師親子、行方不明 

2.20 厚労省、2007年の人口動態統計の

速報値を発表（年間の出生数が、6年

ぶりに増加した昨年から再び減少） 

2.25 財務省、国債や借入金などを合わ

せた債務の残高が､2007年末で過去最

高の838兆円になった、と発表 

2.28 米保険最大手AIGが発表した2007年

10～12月決算で、サブプライムロー

ン関連の評価損、１兆２千億円 

2.29 原水禁、ビキニデー集会(静岡)､30

0人 

 

３月 

3.1 連合、08春季生活闘争中央決起集会

（明治公園）、１万５千人 

会（京都高等技術専門校） 

2.7 関西経済団体連合会など、第

46回関西財界セミナー(～８日

、国立京都国際会館） 

2.11 「紀元節・日の丸・君が代

とたたかう」集会（京都会館

）、のちデモ 

2.11 「建国記念の日」不承認京

都府民のつどい（京大会館） 

2.17 京都市長選挙、前京都市教

育長の門川大作、初当選、ほ

かに中村和雄、村山祥栄、岡

田登志彦が立候補 

2.17 八幡市長選挙、明田功、初

当選 

2.23 京都労福協、囲碁・将棋大

会（労館） 

2.24 第19回全国車いす駅伝競走

大会（西京極陸上競技場―国

立京都国際会館）、優勝福岡

、京都A４位 

2.23 第26回北方領土返還要求京

都府民集会（京都弥生会館）

、120人 

2.28 第45回京都労福協活動者会

議（新都ホテル）   

2.28 第３回関西労使会議・シン

ポジウム（ウエスティン都ホ

テル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  第27回より豊かな学校給食

をめざす京都集会（京都テル

活闘争開始宣言・京都市長

選挙勝利集会」（労館）、6

20人 

2.8 連合京都亀岡地協定期総会

（宮本屋） 

2.12 連合京都、京都経営者協会

への要請行動 

2.13 京労委平成19年（不）第１

号・第13伏見織物不当労働

行為救済事件で、団交応諾

等を認めず棄却及び却下命

令  

2.14 連合京都、京都労働局への

要請行動 

2.20 連合京都北部福知山地域・

綾部地域キャラバン(21日も

、22日、たんご・亀岡) 

2.20 京交運第16回大会(労館) 

2.24 宇城久地区労第42回定期大

会（城南勤労者福祉会館） 

2.25 連合京都南部南山城地域キ

ャラバン（27日、乙訓） 

2.26 連合京都洛東地協定期総会

（ウエスティン都ホテル） 

2.26 第16回京都高退者連合総会

（労館） 

2.27 京都総評、青年部・女性部

・パートネット、08春闘・

学習と交流のつどい（労館

） 

2.28 京都総評、年金問題学習会

（労館） 

2.28 京都地裁、京都市教委など

が、2005年3月31日付けで行

った高橋智和元洛央小学校

教諭への分限免職処分取消

の判決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.2 京都職対連第25回定期総会

（ルビノ堀川） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

3.1 原水協､ビキニデー集会(焼津)、1,5

00人 

3.2 ロシア大統領選挙、メドベージェフ

第1副首相が当選（プーチン、首相に

） 

3.8  第１回外国人研修生全国フォーラ

ム（～9日、明治大学） 

3.9  生活と権利のための外国人労働者

総行動、「March in  March」（宮

下公園）、のち、デモ 

3.12  金属大手に賃上げ一斉回答、ト

ヨタ・電機など1千円のベースアップ 

3.13  東京外国為替市場で急速に円高

が進行し、12年５カ月ぶりに、100円

を割り込み、１ドルが90円台に突入 

3.14  社会保険庁、年金記録2,025万件

の特定が困難と発表 

3.14  中国チベット自治区の区都ラサ

で、大規模な民衆反乱が発生 

3.16  ロフト、短時間勤務者を含めパ

ートを正社員化 

3.22  台湾総統選挙で、対中融和を主

張する国民党の馬英九前主席が、与

党民進党の候補者を破り当選 

3.23  中央社保協など、後期高齢者医

療制度中止・撤回を求める大集会､1

万2千人 

3.23  沖縄・北谷町で、「米兵による

あらゆる事件・事故に抗議する県民

大会」、6千人 

3.28  厚労省、2006年度に労災認定な

どによりアスベスト（石綿）での健

康被害が認められた従業員の勤務先

として、2,167の事業所名を公表 

3.28  大阪地裁、第二次世界大戦時の

沖縄戦での「集団自決には旧日本軍

が深くかかわった」、と認定(10月31

日、大阪高裁も同一判決) 

3.28  予防接種での注射器の使い回し

を国が放置したためB型肝炎ウイルス

に感染したとして、５人が国を相手

に損害賠償を札幌地裁に提起 

3.28  韓国政府消息筋は、北朝鮮が黄

海上で、艦対艦短距離ミサイル3発を

発射、と発表 

3.29  反貧困ネットワーク、「反貧困

フェスタ2008」（神田・一橋中学校

）に90を超す団体、1,600人が参加 

 

 

 

サ） 

3.5  第79回山宣墓前祭(宇治市

）200人 

3.8  広域連合と道州制を考える

つどい 

3.8  京都母親連絡会､’08年国

際女性デー～平和大好き!京都

女性パレード！憲法９条は世

界の宝(京都市役所前） 

3.12  第７回ケータイ国際フォ

ーラム（～13日） 

3.13  重税反対全国統一行動京

都行動、6千人 

3.13  食と緑と水を守る京都会

議総会 

3.14  東山･花灯路2008(～23日

） 

3.16  笠置町長選挙、松本勇、

初当選 

3.16  2008ボランティア・市民

活動フェスタ（みやこメッセ

） 

3.20  STOP！イラク派兵・京都

、イラク侵略戦争開始5年 “な

くせ戦争と貧困 ”ピースアクシ

ョン（鴨川三条河川敷）、450

人、のち円山公園までデモ 

3.20  京都府保険医協会、シン

ポジウム「STOP地域医療崩壊

～いま開業医に何ができるか

」（京都会館）320人 

3.22  民主党京都府連第10回定

期大会（京都テルサ） 

3.22 「９条世界会議」に向けた

ピースウォークin京都（～25

日） 

3.27 第4回京都雇用創出活力会議

（京都テルサ）、ワークライ

フバランスの推進などについ

て 

3.28  京都平和フォーラム第9回

総会（保養所かもがわ） 

3.29  真相究明を求める市民の

会準備会、福知山市民病院の

工事発注を巡る「汚職事件の

真相究明を求める市民集会」

（福知山市民会館）200人 

3.30  京障連、障害者自立支援

法に異議あり!｢応益負担｣反対

街頭演説会&パレード（京都市

役所前から円山公園）、300人 

3.2 第48回はたらく女性の京都

集会（京都テルサ）、240人 

3.4 京都府農村労組第42回大会

（綾部市中央公民館） 

3.5 京都総評傘下の地区労協を

軸に､08春の全京都総行動,

のべ1,500人、JMIU京滋、15

人の指名スト 

3.6  相楽地労協第40回大会（

木津町東部交流会館） 

3.7  連合京都、「2008年春季

生活闘争勝利総決起集会」

（円山野外音楽堂）、３千

人、のち、京都市役所前ま

でデモ 

3.7  連合京都女性委員会、国

際女性デー統一行動、街頭

情宣（四条河原町） 

3.8  京教組第70回定期大会（

教文センター） 

3.8  京都私教連定期大会（池

坊短大） 

3.12  京労委平成19年第２号マ

ンナ運輸不当労働行為救済

申立事件で、他労組との差

別取扱の禁止を認定し、全

部救済命令 

3.13  第二日赤労組、京都生協

労組、同パート労組、建交

労京都鉄道本部、通信労組

、中西印刷労組、繊研労組

でストライキ 

3.13  京都パート・非常勤ネッ

ト、「改正パート労働法」

学習会（労館） 

3.14  京都公務労協第２回総会

（労館） 

3.14  京都地裁で、京都医労連

・宇治黄檗病院労組員への

賃金不払い是正裁判で和解 

3.15  京都府公立大学法人労働

組合結成大会（くに荘） 

3.18  連合京都女性委員会第19

回定期総会(労館) 

3.19  08国民春闘勝利！貧困と

格差をなくす京都労働者決

起集会（労館）、220人 
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４月 

4.1  後期高齢者医療制度、スタート（

4月15日の支給日から年金より保険料

の天引き開始） 

4.1  改正パート労働法、成立 

4.1  伊勢丹と三越の経営統合で、三越

伊勢丹ホールディングスが発足 

4.1  離婚時の年金分割制度、スタート 

4.9  衆参両院、白川方明副総裁の日銀

総裁案に同意 

4.11  最高裁、立川ビラ配布事件で上

告棄却、市民運動メンバーの住居侵

入の有罪確定 

4.13  連合、日米地位協定の抜本改定

を求める集会、800人 

4.13  イタリア総選挙（～14日、ベル

ルスコーニ前首相が率いる「自由の

人民」など中道・右派連合が、上下

両院で過半数） 

4.17  名古屋高裁、航空自衛隊の活動

について、戦闘地域であるバグダッ

トへ多国籍軍の武装兵員を空輸する

のは、他国の武力行使と一体化した

行動でイラク復興支援特別措置法と

憲法9条に違反する、と判断 

4.22  文科省、全国学力・学習状況調

査、実施 

4.25  野村証券、サブプライムローン

関連損失、2,600億円（３月決算９年

ぶりに赤字） 

4.26  連合中央メーデー(代々木公園)､

４万５千人 

4.30  米連邦準備金制度理事会(FRB）

、0.25％の利下げを決定 

4.30  ガソリン税の暫定税率復活予算

、衆議院で再可決(参議院のみなし否

決は56年ぶり） 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  全労連など中央メーデー（代々木

公園）、４万４千人、 

5.1  全労協メーデー（日比谷野外音楽

堂）、１万２千人 

5.1  在日米軍駐留経費の日本政府側負

担（思いやり予算）に関する日米両

４月 

4.1  はあとふるジョブカフェ、

オープン 

4.1  京都社保協など、後期高齢

者医療制度導入の中止・撤回

を求める街頭演説会（京都市

役所前）、500人、のち四条河

原町までデモ 

4.1  京都弁護士会、会長に石川

良一 

4.12  京都勤労者学園、「セカ

ンドライフを考える講演会」

（労館） 

4.12  府、非正規労働ホットラ

イン、開始 

4.19  「まちづくり市民会議」

、京都の住民運動交流会（保

養所かもがわ） 

4.20  京都国領会総会と講演会

（西陣織会館） 

4.25  日本国民救援会京都府本

部など、「ビラを配ることは

犯罪ですか？－言論・表現の

自由を守る京都集会（ハート

ピア京都）、120人 

4.25  京都原水爆被災者懇談会

定期総会 

4.26  部落解放同盟京都府連合

会第55回定期大会（府部落解

放センター） 

4.26  京都平和フォーラム、「

チェルノブイリ原発事故22年

京都のつどい」（京都YWCA） 

4.26  京都憲法会議など、憲法

集会春のつどい（池坊こころ

ホール）150人 

4.27  京丹後市長選挙、中山泰

、再選 

4.29  部落解放京都地方共闘会

議､4･29集会（部落解放センタ

ー） 

4.30  コンシューマーズ京都総

会（せいきょう会館） 

 

５月 

5.1  『京都府外国籍府民共生施

作懇談会』、設置 

5.3  集会実行委、生きるために

今憲法！憲法集会in京都（円

山野外音楽堂）、1,700人、の

ち京都市役所前まで憲法ウオ

４月 

4.22  国鉄京都共闘会議、『国

鉄運輸機構裁判報告・国鉄

闘争の再強化をめざす学習

集会』（ハートピア京都）

、100人 

4.22  京都高退協第26回総会、 

4.23  京都医労連、ストライキ

参加者を含め250人、府庁前

で宣伝行動、のち京都市役

所前までデモ 

4.23  京都地裁、京都市立小中

学校に勤務する9人が求めた

是正要求に対し、月100時間

を超える超過勤務をしてい

た男性教諭1人に対して、京

都市教委などの安全義務違

反を認め、慰謝料の支払い

を命じる判決 

4.27  第79回京都中央メーデー

(府立植物園、１万７千人 

4.27  第79回連合綾部地域メー

デー（綾部市民センター） 

400人 

4.27  第79回連合たんご地域メ

ーデー（野田川わーくぱる

）、600人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1 連合京都、「STOP！THE格差

社会第79回京都中央メーデ

ー５・１式典」（労館）､20

0人 

5.1 第79回連合舞鶴地域メーデ

ー（前島みなと公園）、800
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国間の新しい協定が、発効（期間は

３年） 

5.3  フリーター全般労組など、「自由

と生存のメーデー」（新宿区大久保

地域センター）、550人 

5.3  憲法会議など、｢5･3憲法集会｣・

銀座パレード、4,300人、 

5.3  自主憲法制定国民会議など、「新

しい憲法をつくる国民大会」、500人 

5.4  「９条世界会議」(千葉県幕張）

、１万５千人、 

5.6  「９条世界会議in関西」(大阪市

舞洲)、８千人 

5.7  福田首相と胡錦涛国家主席、東京

で日中首脳会談 

5.10  G８レイバーサミット（～13日、

東京・新潟） 

5.12  中国四川省で、マグニチュード8

.0の地震発生（6月11日､死者6万9千

人、行方不明者1万8千人、被災者1千

万人以上、と判明） 

5.15  沖縄5･15行動、７千人 

5.16  厚労省と文科省、2008年大卒就

職率96.9%(8年連続上昇)で過去最高

、と発表 

5.19  クラスター爆弾禁止国際会議（

～30日、アイルランド・ダブリン）

、全面禁止条約を全会一致で採択 

5.20  厚労省、「育児のための短時間

勤務、企業の6割で導入、男子の3割

が育休取得希望」、などの調査結果

を発表 

5.22  北海道ウタリ協会、アイヌ先住

民族の生活と権利を求め、東京で集

会、250人 

5.30  第４回アフリカ開発会議、横浜

市で開催（今後5年間の具体策と目標

を掲げた横浜行動計画などを採択） 

 

６月 

6.3  警視庁、派遣大手グッドウイル課

長など3人を、職業安定法違反（二重

派遣幇助）容疑で逮捕（7月31日、グ

ッドウイル廃業） 

6.4  厚生労働省､2007年の人口動態統

計（概数）を発表、合計特殊出生率

は1.34、出生数３千人減 

6.4  最高裁、婚外子に日本国籍を認め

ないのは違憲とし、認知のみで国籍

を認める初判断 

6.4  石油情報センター、レギュラーガ

ーク 

5.11  日本国民救援会京都府本

部、第53回京都解放運動戦士

の碑合祀追悼祭（知恩院） 

5.17  コンシューマーズ京都、

レイチェルカーソン関西セミ

ナー「環境ホルモンと食の安

全」（せいきょう会館） 

5.19  ユニオントラベル第39回

総会(労館) 

5.23 イラク派兵訴訟報告集会（

ハートピア京都） 

5.23 京都社会保障推進会議、「

後期高齢者医療制度廃止！京

都連絡会」結成のつどい（労

館） 

5.25 「真実を聞いてくれ 俺は

劣化ウランを見てしまった」

（同実行委主催、メルパルク

京都） 

5.26 モデルフォレスト協会総会

・講演会 

5.29 京都労福協第52回定期総会(

労館) 

5.30 京都労働者総合会館第36回

評議員会(労館) 

5.30 「京都映画人・九条の会」

結成総会（教文センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.5 全労済2008年度中央ブロック

地区集会（労館） 

6.6 京都勤労者学園第52回園員総

会（労館） 

6.7 部落解放研究第22回京都府集

会（京都会館） 

6.7 香山リカ講演会「政治にだま

されない極意」（池坊学園こ

ころホール） 

6.7 特定非営利活動法人・ウエー

ブ京都、「若者の格差、貧困

人 

5.1 第79回連合福知山地域メー

デー（福知山市厚生会館）

、400人 

5.1 第79回全京都統一メーデー

（二条城前広場、8千人、京

都全12会場で、12,500人） 

5.1 第79回連合舞鶴地域メーデ

ー、800人(福知山地域、400

人） 

5.1 08春京都ユニオンネットワ

ーク、第18回京都地域メー

デー（三条河原河川敷）200

人、のち円山公園までデモ 

5.17 京建労大会（～18日、亀岡

・ガレリア） 

5.24 京都総評、第18回地域労働

運動研究・交流集会(～25日

、教文センター) 

5.30 府立高教組第63回定期大会

（教文センター） 

5.31 京都総評、Stopザ働き過ぎ

！京都7月集会～プレ企画「

職場の健康リスクの把握と

改善の取り組み・実践論（

労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.2  京都労働運動OBの会総会

（労館） 

6.6  京都放送労組、第21回放

送フォーラムイン京都 

6.7  過労死110番20周年のつど

い（ルビノ堀川） 

6.11  連合京都、労働安全衛生

政策学習会（ハートピア京

都）、講演、「非正規労働

者の安全衛生対策について

」 
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ソリンの１リットル当たり、初めて1

70円台になった、と発表 

6.6  衆参両議院、「アイヌ民族を先住

民族とすることを求める決議」を採

択（政府、アイヌを先住民族と認定

） 

6.8  東京・秋葉原での無差別殺傷事件

（７人死亡・10人重軽傷、元派遣社

員の男現行犯逮捕） 

6.10  改正性同一性障害特例法、成立

（子の成人後、戸籍の性別変更可能

に） 

6.11  参議院、福田首相に対する問責

決議を可決（現行憲法下で初）  

6.11  ハンセン病基本法、成立（全国1

3カ所の国立ハンセン病療養所を地域

に解放） 

6.13  アイルランドで、EU加盟の批准

を巡る国民投票、反対が過半数 

6.17  厚労省､2007年の児童虐待対応件

数、4万件突破と発表（過去最多） 

6.18  JP労組第１回大会（～20日）､30

万人組織実現、契約社員の正社員化

実現方針を決定 

6.18  燃料高騰で全国いか釣漁業協議

会いっせい休業 

6.19  警察庁、自殺者数､10年連続で３

万人超えと発表 

6.23  連合、平和行動in根室（～24日

） 

6.26  那覇地裁沖縄支部、普天間飛行

場の米軍ヘリコプターの騒音訴訟で

、総額１億５千万円の損害賠償を命

令 

6.27  社会保険庁、年金記録ミス、560

万件と発表 

6.27  佐賀地裁、干拓事業と一部海域

での環境悪化や漁業被害との因果関

係を認め、南北２カ所の排水門を少

なくとも5年間開放する、などを命令 

 

 

７月 

7.3  総務省、2007年の就業構造基本調

査の結果発表、雇用者に占める非正

規就業者、過去最高の35.5%、男性の

19%、女性の55% 

7.7  第34回主要国首脳会議（北海道洞

爺湖サミット、～９日）及びアフリ

カ諸国首脳らとの拡大対話の昼食会 

7.10  国家公務員制度改革基本法（6月

とホームレス支援を考える～

講演とパネルディスカッショ

ン」(保養所かもがわ） 

6.8 第53回京都母親大会・記念講

演、「今こそ憲法の力をつけ

よう！子どもたちの未来のた

めに」（シルクホール）、１

千人 

6.10 京都府生協連総代会 

6.12 緊急経済・雇用対策会議、

発足、第１回緊急経済・雇用

対策会議 

6.14 国土問題研究会、「土木工

事による宅地被害問題と国土

研の役割」（京都テルサ） 

6.15 福知山市長選挙、松山正治

・初当選 

6.21 気候ネットワーク、温暖化

防止市民シンポジウム、「気

候保護法案と政治・地域の役

割」（池坊学園こころホール

） 

6.21 原水協など、国民平和大行

進東京・広島コース入洛、（7

月1日、富山・広島コース、入

洛、7月8日～11日、綾部・亀

岡コース、7月12日、京都市内

網の目行進） 

6･25 近畿労金通常総会（大阪国

際会議場） 

6.27 エルユニオン第７回株主総

会（労館） 

6.29 京都食健連など、温暖化・

食料・農業シンポジウム(京都

農協会館) 

6.29 憲法９条京都の会、発足の

つどい（シルクホール）、1,1

00人 

6.29 京都人権運動連絡会第４回

定期大会（みかげ会館） 

 

 

７月 

7･5  ｢地球温暖化防止大講演会｣

（同実行委主催、京都テルサ

）、200人 

7.6  第40回京都保育のつどい（

華頂短期大学） 

7.7  京都総評など実行委、21世

紀第8回京都高齢者大会（労館

）、520人 

6.13  京都総評、「なくそうワ

ーキングプア 最低賃金を1

000円に」を掲げて、街頭宣

伝とデモ 

6.29  きょうと教組第19回定期

大会（府部落解放センター

） 

6.30  全日本年金者組合京都府

本部第20回定期大会（社会

福祉会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.3 KBS社員化・雇用確保祝うつ

どい(KBS会議室) 

7.5 「08“STOP－ザ・働きすぎ ”働

き方を見直す京都７月集会

（～6日、ルビノ堀川）、の

べ350人 

7.9 京都農協労連第86回定期大

会（福知山・あしぎぬ里） 
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11日成立）に基づく国家公務員改革

推進本部、発足 

7.12  反貧困キャラバン西日本ルート

、北九州を出発（13日、東日本ルー

ト） 

7.14  企業労働安定センター、介護従

事者の平均月収17万９千円、49%が賃

金に不満、と発表 

7.14  東京高裁、殺人・強盗で無期懲

役を言い渡された２人が無罪を求め

た「布川事件」の第２次再審請求の

抗告審で、再審再開を認容 

7.16  東名高速道路で、中学２年の男

性がバスジャック 

7.19  フォーラム平和・人権・環境な

ど実行委、原子力空母の横須賀母港

化許さない全国集会(横須賀)、１万

５千人 

7.22  厚労省、労働経済白書で、長期

雇用への回帰、人材育成、生産性向

上を提言 

7.23  全労連第23回定期大会(～25日)､

大黒作治を新議長に選出、事務局長

＝小田川義和 

7.25  厚労省、「私のしごと館」の民

間委託について、一般競争入札の結

果、「コングレ」が落札と発表（19

億円） 

 

８月 

8.2  原水協など、原水爆禁止2008年世

界大会(～9日、広島―7,500人、長崎

―1,900人) 

8.2  原水禁など、被爆63周年原水爆禁

止世界大会(～9日、広島―6,500人、

長崎―4,200人) 

8.4  連合、平和行動in広島（～６日、

７～９日、長崎） 

8.4  ガソリンの全国平均店頭価格、１

リットル185.1円の最高値 

8.4  中国・新疆ウイグル自治区カシュ

ガルで、訓練中の警察官の隊列に爆

発物が投げ込まれ、16人が死亡 

8.6  中央最低賃金審議会、最低賃金を

全国平均15円程度引き上げることを

答申、時給700円台へ 

8.6  第63回原爆死没者慰霊並びに平和

祈念式（広島平和記念公園） 

8.7  政府月例経済報告､「足踏み状態

」を「弱含んでいる」に下方修正 

8.7  社会保険庁、07年国民年金納付率

7.7  戦争の真実を語る実行委、

「戦争の真実を語る講演のつ

どいー沖縄戦の『集団自決』

の真実に迫る（ひとまち文化

会館京都） 

7.13  社会保険京都病院の存続･

充実を 地域医療を守る市民

の会発足総会 

7.15  府議会、「日雇い派遣」

の原則禁止などを求める「労

働者派遣制度の見直しに関す

る意見書」を全会一致で採択 

7.20  元アメリカ海兵隊員アレ

ン・ネルソン氏を迎えた講演

会「戦場の真実～兵士、戦争

、そして平和の作り方」（同

実行委主催、右京ふれあい文

化会館）、220人 

7.27 第40回京都府原爆物故者慰

霊式典（霊山観音） 

7.31 全労済近畿京都府本部第33

回定期総会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.2  北近畿タンゴ鉄道｢宮福線

」開業20周年、記念イベント 

8.4  比叡山宗教サミット21周年

（比叡山延暦寺） 

8.5  第５回京都雇用創出活力会

議(京都府公館)、ワークライ

フバランス専門部会の設置な

どを確認 

8.5  第28回平和のための京都の

戦争展（～10日、立命館大学

国際平和ミュージアム） 

8.24  久御山町長選挙、坂本信

夫・3選 

8.24  京都市の世界遺産・醍醐

寺で火災が発生 

8.24  京都クレサラ被害者平安

の会、結成10周年記念集会 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難53周年追悼

集会」（殉難の碑前）、350人 

8.29  京丹後町住民、有毒物質

7.9 京都自治労連第76回定期大

会（労館） 

7.11 舞鶴地労協など、米イージ

ス艦の舞鶴入港への抗議行

動 

7.19 化学一般京滋第46回定期大

会、のち京滋福井地本結成3

0周年記念式典（ルビノ堀川

） 

7.20 京都総評青年部第６回定期

大会（労館） 

7.22 私鉄京都地区協議会第19回

定期大会（京都タワーホテ

ル） 

7.27 JMIU京滋定期大会（草津市

） 

7.27 全印総連京都地連第20回大

会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.10  全農林近畿地方本部第37

回定期大会（エルおおさか

） 

8.20  京労委平成19年（不）第

６号第２京都生活協同組合

不当労働行為救済申立事件

で、団交応諾を義務を認め

ず、棄却命令 

8.21  みんなで21世紀の未来を

ひらく『教育のつどい』－

教育研究全国集会2008in京

都」（～24日､みやこメッセ

）、のべ１万人 

8.29  電機連合京都地協第20回

定期大会（メルパルク京都

） 

8.29  出版労連京都大会（コー

プイン京都） 

8.30  JR西労組福知山地本第18

回大会（中丹勤労者福祉会

館） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

が63.9%（前年比2.3ポイント減）と

発表 

8.8  厚労省、厚生労働白書で、介護、

医療は公共事業より雇用を拡げる、

と指摘 

8.8  第29回オリンピック北京大会（～

24日） 

8.11  人事院､2006年度に引き続き、月

例賃金の据え置きを勧告 

8.20  米とポーランド、米ミサイル防

衛（MD）システムの配備を認める合

意文書に署名 

8.25  海上自衛隊の護衛艦内で「上官

のいじめにより」自殺したとして、

３曹の両親が、国に損害賠償を求め

た訴訟に対し、福岡高裁、自殺との

間に因果関係があるとして、国に賠

償金の支払い命令 

8.26  トラック輸送業者2万人、原油高

騰に伴う経営危機突破をめざす全国

一斉行動 

8.29  大分県教育委員会､2008年度教員

採用試験で不正があったとして、 21

人の採用を取り消し 

 

９月 

9.1  福田首相、緊急記者会見で、辞意

を表明 

9.5  大阪市の食料加工販売会社、工業

用事故米を食用に転売していたこと

が判明 

9.8  兵庫県警、JR福知山線脱線事故で

,JR西日本の山崎正夫社長など10人を

業務上過失死傷容疑で、神戸地検に

書類送検 

9.9  厚労省、「名ばかりの管理職」解

消に向けた通達を公表 

9.11  蒲島郁夫熊本県知事、川辺川ダ

ム反対を表明 

9.15  米証券４位のリーマン・ブラザ

ーズ、連邦破産法の適用を裁判所に

申請 

9.16  リーマン・ブラザーズ日本法人

、民事再生法の適用を東京地裁に申

請 

9.16  公明党代表選挙、無投票で太田

昭宏代表が再選 

9.18  国交省、2008年の基準地価（7月

1日現在）を発表、商業地再び下落、

住宅地は５年ぶりに下げ幅を拡大 

9.20  連合、平和行動in根室（～21日

ビフエニールの搬入に抗議し

、決起集会、200人（のち、当

該業者、搬入を断念） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.4  府知事ら、『府ブラジル移

住100周年記念京都府派遣団』

、出発(～12日) 

9.12  生活危機突破報告交流集

会（ハートピア京都） 

9.18  京都市人事委員会報告及

び勧告、月例給及び期末勤勉

手当、据え置き 

9.18  京都の地価、商業地・住

宅地とも伸びが鈍化 

9.20  日本国民救援会京都府本

部第47回定期大会（～21日、

保養所きよみず） 

9.20  コンシューマーズ京都、

第39回京都消費者大会～どう

するあなたの食生活（コ―プ

イン京都） 

9.22  『京都雇用創出活力会議､

ワークライフバランス』第１

回専門部会 

9.26  後期高齢者医療制度廃止

京都行動 

9.26  「京都・水と緑をまもる

連絡会」設立20周年記念講演

会～第１弾（ひとまち交流館

8.31  自立労連大会（南宇治コ

ミュニティセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.1  連合京都、労働雇用対策

学習会、「労働者派遣法改

正・改正パート労働法と労

働組合の役割」（労館） 

9.3  京都総評青年部臨時大会 

9.4  働くもののいのちと健康

を守る京都センター第10回

総会（労館） 

9.5  教育3000万署名スタート

集会 

9.6  情報労連京都地区第20回

定期大会（京都国際ホテル

） 

9.6  京都総評第68回定期大会

議長＝岩橋祐治、事務局長

＝梶川憲 

9.7  連合京都市内各地協合同

、クリーンキャンペーン、2

70人（府内計900人） 

9.7  郵産労京都定期総会（京

都アスニー） 

9.11  第４回京都パート・非常

勤ネット総会(労館) 

9.13  京都医労連第86回定期大

会（中小企業会館） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

） 

9.21  民主党代表選挙、小沢一郎、無

投票で３選 

9.22  自民党総裁選挙、麻生太郎を選

出 

9.22  札幌地裁、北海道原爆症認定集

団訴訟で全員救済判決（10月3日､国､

控訴） 

9.24  麻生内閣発足 

9.25  財務省、2008年8月の貿易統計を

発表、26年ぶりの赤字 

9.25  米原子力空母ジョージ・ワシン

トン、母港化により横須賀配備、平

和フォーラムなど、抗議集会 

9.26  厚労省、07年の生活保護世帯は

、110万世帯（７年連続最多）、と発

表 

9.27  中国の有人宇宙船「神船7号」、

約15分、飛行士による船外活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1  大阪市の個室ビデオ店で失火､15

人が死亡､10人が重軽傷 

10.3  政府、PKO部隊「国連スーダン派

遣団」への自衛官派遣に関する実施

計画を決定 

10.3  厚労省、フルキャストに２回目

の事業停止命令（フルキャスト、日

雇い派遣から撤退） 

10.5  全労連青年部など実行委、「全

国青年大集会2008」（明治公園）、4

,600人 

10.6  NY株式市場、ダウ平均株価、1万

ドル割れ、世界同時株安へ 

10.6  アイスランド政府、国内の全金

融機関を事実上国有化 

10.6  最高裁、学生無年金訴訟で、元

学生側の上告棄却 

10.7  ノーベル賞物理学賞に、小林誠

、南部陽一郎、益川敏英(8日､化学賞

に下村脩) 

10.9  連合など、ディーセントワーク

） 

9.29  “反貧困全国キャラバン

”2008京都集会、湯浅誠講演

・（他人事ではない日本の貧

困～貧困は自己責任か！）（

労館）、260人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.6  NPO法人「京都社会労働問

題研究所」設立を祝う会（ア

ークホテル） 

10.6  「応分負担」の見直しを

求める緊急行動（京都市役所

前）、700人、のち四条河原町

までデモ 

10.8  蟹工船上映会（教文セン

ター） 

10.10  京都憲法会議など、自衛

隊海外派兵恒久法についての

学習集会（ウイングス京都） 

10.11  第20回KYOのあけぼのフ

ェスティバル2008・男女共同

参画フォーラムin京都（～12

日） 

10.11  第6回京都学生祭典（～1

2日） 

10.14 府人事委員会、府職員の給

与等に関する報告と勧告、月

例給及び期末勤勉手当、据え

9.14  全国福保労京都地本第36

回定期大会（労館） 

9.20  京都府電力総連第22回定

期大会（京都タワーホテル

） 

9.20  JAM京滋第10回定期大会

（ライズヴイル都賀山） 

9.20  第３回地域ユニオン交流

集会（労館） 

9.26  京交第80回定期大会（ロ

イヤルホテル） 

9.26  亀岡地労協定期大会（教

育会館） 

9.27  自治労京都府本部第72回

定期大会（みやこメッセ） 

9.27  京都職対連、第14回わい

わいヘルシーカーニバル（

教文センター） 

9.28  運輸労連京都府連合会第

41回大会（京都中小企業会

館） 

9.28  建交労京都第10回定期大

会（京都高齢者会館） 

9.28  舞鶴地労協定期大会（西

総合会館） 

9.28  合同繊維第80回定期大会

(労館） 

 

 

１０月 

10.4  京水労第80回大会(労館

） 

10.8  自交総連京都地連第60回

定期大会（京都工業会館） 

10.9  京都労働相談センター第

10回総会(労館) 

10.10  府、府労働委員会労働

委員に、京都総評推薦の吉

岡勝を任命 

10.11  京都国公定期大会（農

協会館） 

10.11  全国一般京都地本第55

回定期大会（友禅会館） 

10.11  通信労組京都支部第７

回大会（バンビオ） 

10.11  「第３回健康で安全に

働くための交流集会in京都

」（～12日、労館）、200人 

10.15  第５回連合京都議員フ

ォーラム総会（メルパルク

京都） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

世界行動デー中央集会、1,500人 

10.10  中堅生命保険会社の大和生命、

会社更生法と更生特例法の適用を東

京地裁に申請(2008年9月末の負債総

額は､2700億円） 

10.14  ブッシュ米大統領、金融危機対

策を発表、金融機関への2500億ドル

の公的資金の注入 

10.17  国連総会、安全保障理事会非常

任理事国を改選し、日本など５カ国

を選出（任期､2009年1月から2年間） 

10.19  反貧困全国キャラバン、「世直

しイッキ大集会」（明治公園）、２

千人 

10.20  連合と日本経団連、雇用、税、

社会保障などで懇談 

10.20  東京・港区の京品ホテル廃業、

東京ユニオン組合員など自主営業開

始 

10.24  JR不採用問題で4者4団体集会、

1万1千人 

10.28  東京株式市場、日経平均株価、

一時、７千円を割り込む 

10.31  日本障害者協議会など、「もう

やめよう！障害者自立支援法全国大

フォーラム」、6,500人 

10.31  防衛省、「日本が侵略国家だっ

たのは濡れ衣」などを主張した田母

神俊雄航空幕僚長を更迭 

 

 

１１月 

11.2  男子ゴルフのマイナビABCチャン

ピオンシップで、17歳の石川遼選手

がプロ入り後初のツアー優勝（プロ

のツアー最年少優勝記録を塗替え） 

11.4  米民主党のオバマ候補、共和党

のマケイン候補を大差で破り、第 44

代大統領へ、黒人初の大統領 

11.4  大阪地検、小室哲哉など３人を

、著作権を巡る詐欺容疑で逮捕 

11.7  パナソニック、三洋電機の買収

方針を発表 

11.10  米自動車最大手GMの株価暴落､1

946年以来の安値 

11.14  20カ国・地域(G20)による緊急

首脳会議（金融サミット、～15日、

ワシントン） 

11.16  政府、中労委労働者委員に、全

医労前副委員長を任命、中労委で非

連合系委員の任命は初めて 

置き 

10.17  電気自動車「i MiEV」

、府公用車に導入 

10.17  第26回国民文化祭実行委

員会設立総会 

10.18  第９回地方自治研究全国

集会（～19日、京都会館） 

10.18  憲法・政治学研究会、発

足50周年、500回開催記念講演

会・澤地久枝ら（京大会館）

、200人  

10.19  京都労福協、第８回勤労

者スポーツフェスティバル（

丹波自然運動公園） 

10.26  第26回全日本大学女子駅

伝対校選手権大会で、立命館

大学、３年連続５回目の優勝 

10.29  京都憲法会議など、イン

ド洋への自衛隊派遣を1年延長

する新テロ特別措置法改定案

の廃案を求める緊急集会とデ

モ、120人 

10.29  京都第一法律事務所、平

和主義を守る音楽と講演の集

い（ハートピア京都）、200人 

10.31  京都憲法会議など、「憲

法記念秋のつどい」（こども

みらい館）、100人 

 

 

 

１１月 

11.3  憲法９条京都の会、「い

のちを大切に ９条を守る 

憲法集会in京都」（円山野外

音楽堂）、鶴見俊輔らあいさ

つ、１千人、のち京都市役所

前までデモ 

11.3  第16回東九条マダン 

11.17  京都府中小企業団体中央

会、「経済危機突破中小企業

緊急集会」、１千人 

11.21  京都労福協など、「多重

債務110番」（～22日） 

11.28  『京都まちづくり市民会

議』、「歴史都市京都の保全

と再生をめざして!の集い」(

保養所かもがわ） 

11.29  消費税廃止京都各界連絡

会、「消費税増税なくても財

政再建は可能です」・森永卓

10.16  福知山地労協定期大会

（中丹勤労者福祉会館） 

10.16  国鉄京都共闘、「今こ

そ政治決着を！JR採用差別

問題の解決要求実現をめざ

す京都集会」（京都テルサ

）、100人 

10.17  UIゼンセン同盟京都府

支部第７回大会（労館） 

10.22  山科地区労第63回定期

大会（山科区総合庁舎） 

10.24  連合京都、府への2009

年度自治体政策要請行動（

ルビノ堀川） 

10.24  京都医療、解散大会(労

館) 

10.24  伏見地区労定期大会（

呉竹文化センター） 

10.25  基幹労連京都府本部第

６回定期大会（サンプラザ

万助） 

10.29  連合京都、京都市への

自治体政策要請行動(みやこ

めっせ） 

10.29  左京地区労第39回定期

大会（教文センター） 

10.31  乙訓地労協第57回定期

大会（向日町会館） 

 

 

 

１１月 

11.2  京都ヘルパー連絡会、第

９回ホームヘルパーのつど

い（キャンパスプラザ京都

） 

11.7  連合京都第25回地方委員

会（労館）、非正規労働セ

ンターの設置などを確認 

11.13  京都総評など、08秋期

年末闘争勝利！京都労働者

決起集会（労館）、270人 

11.14  民主・リベラル京都労

組懇談会第10回定期総会（

京都国際ホテル） 

11.16  国鉄京都共闘、京都駅

前大街頭演説会、200人 

11.16  京都パート・非常勤ネ

ット、第４回京都パート・

非常勤・派遣労働者のつど

い（せいきょう会館） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

11.18  元厚生次官宅などで、連続襲撃

事件が発生、3人が殺傷 

11.19  いすず、国内工場の非正規社員

1,400人全員の雇用解約方針を表明（

12月24日、撤回） 

11.24  九条の会、｢第３回全国交流会｣

（地域の会の数、全国で7,294と発表

） 

11.28  麻生太郎首相と小沢一郎民主党

代表による党首討論が国会で初めて

開催 

11.28  浜田靖一防衛相、イラク派遣の

航空自衛隊に撤収命令(５年にわたる

任務終了) 

11.28  厚労省、高校・大学の新規学卒

者の内定取り消し件数が前年度の約 3

.5倍の3331人になった、と発表 

11.29  最高裁、裁判員制度開始にあた

り、裁判員候補者29万5千人に通知書

発送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.3  クラスター爆弾禁止条約（オス

ロ条約）､94カ国が署名 

12.3  JMIU、いすず自動車栃木工場で

派遣・期間工による「いすず支部」

結成（この後、首都圏青年ユニオン

、全労連各地ローカルユニオン、全

国ユニオンなど、非正規労組の結成

が相次ぐ） 

12.4  連合会長、政労会見で、非正規

労働者への緊急雇用対策を要望 

12.4  弁護士・ジャーナリスト、労組

など、「派遣法の抜本改正をめざす

日比谷集会」、２千人 

12.5  60時間以上の超過労働の場合の

割増料金を50%に引き上げる改正労働

基準法、成立 

12.5  日本人と外国人との間に生まれ

た子供の国籍習得要件から父母の婚

姻を外すことを柱とする改正国籍法

、成立 

12.6  原子力資料情報室・原水禁など

郎講演会（シルクホール）、9

50人 

11.29  京都府社会福祉大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.4  京都労福協加盟団体組織

代表者会議 

12.6  戦争遺跡に平和を学ぶ京

都の会、「アジア・太平洋戦

争開戦67周年の不戦の集い」

（京都アスニー）、120人 

12.7  宇治市長選挙、久保田勇

、４選 

12.7  京都府保険医協会、「出

直せ介護保険!」シンポジウム

（宇治商工会議所講堂）、180

人 

12.7  京都府警、京都家裁書記

官を、凍結されていた振り込

め詐欺に使われていた預金口

座の文書解除偽造の容疑で逮

捕 

12.9  ユニオントラベル第40回

（清算結了）総会 

12.13  『憲法を守る婦人の会』

など、「音楽と講演の夕べ～

11.17  フード連合京都・滋賀

地区協議会第7回定期大会（

京都タワーホテル） 

11.19  京都総評、「08秋の府

市民総行動」､府への個人要

請行動、250人（京都市、11

月10日） 

11.19  宮津地労協第56回定期

大会（歴史の館） 

11.20  連合京都金属部門連絡

会第２回代表者会議（日東

精工） 

11.21  船井地労協定期大会（

園部国際交流会館） 

11.23  京都総評女性部第18回

定期大会（せいきょう会館

） 

11.26  綾部地労協第61回定期

大会（建築会館） 

11.27  京都交運労協第17回定

期大会（京都国際ホテル） 

11.28  中京地区労定期大会（

中京区役所） 

11.29  北上地区労第41回定期

大会（西陣織会館） 

11.30  第19回京都国鉄まつり

（六孫王会館） 

 

 

１２月 

12.2  部落解放京都地方共闘会

議第31回総会（府部落解放

センター） 

12.9  南地区労第19回定期大会

（ヘルスピア） 

12.9  吉岡さんの労働委員任命

を祝い、励ます会 

12.12  連合第19回労働トップ

フォーラム（～13日、京都

国際ホテル） 

12.12  全国いっせい労働相談 “

非正規・派遣 ”労働ホットラ

イン 

12.13  2009年京都国民春闘共

闘会議発足集会・討論集会

（～14日、滋賀県） 

12.14  連合京都、非正規労働

センター設置記念講演会・

「非正規労働の現場で起こ

る労働紛争の現状」（労館

） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

、「もんじゅの廃炉を求める全国集

会」(敦賀)、850人 

12.9  厚労省、非正規雇用労働者の不

適切な解雇・雇止めをしないよう通

達 

12.9  ソニー、正社員8千人を含む国内

外1万6千人削減と製造拠点1割削減を

発表 

12.12  新テロ特別措置法延長法と新金

融機能強化法、成立 

12.13  日中韓首脳、福岡県太宰府で会

談、包括的な協力を謳った共同声明

に署名 

12.16  厚労省、2008年労働組合基礎調

査報告、推定組織率18.1%（前年と同

じ）組合員数1.5万人減少 

12.16  日本経団連、経営労働政策委員

会報告発表（当初案の雇用安定を最

優先から努力に後退） 

12.16  米・FRB、ゼロ金利、量的緩和

を決定 

12.18  共産党、日本経団連と初会合、

非正規切りの中止・撤回を要求 

12.19  保護者が国民健康保険料を滞納

し、保険証のない「無保険」になっ

た子供が必要な治療を受けられるよ

うな保険証を交付する改正国民保険

法、成立 

12.19  改正障害者雇用促進法、成立（

障害者の法定雇用率を1.8%に） 

12.22  12月の月例経済報告、6年10カ

月ぶりに景気判断、悪化と発表 

12.22  トヨタ、09年３月期の連結営業

利益予想を1,500億円の赤字となる、

と発表（2008年の連結営業利益は、

２兆３千憶円） 

12.26  厚労省、08年10月～09年3月に

職を失う非正規労働者が８万５千人

になる、と発表 

12.27  イスラエル軍、パレスチナ・ガ

ザ地区への空爆を開始 

12.30  東京外国為替市場、14年ぶりに

１ドル＝90円台で越年 

12.30  東京株式市場、1年で過去最大

の42％の下落 

12.31  全国ユニオン・反貧困ネットワ

ークなど、東京・日比谷公園で「年

越し派遣村」を開設(～1月5日)、約5

00人が入村 

 

 

未来につなぐ愛・平和・いの

ち」（伏見・呉竹文化センタ

ー） 

12.14  『後期高齢者医療制度廃

止京都連絡会』、後期高齢者

医療制度廃止集会（鴨川三条

河川敷）、250人、のち四条河

原町までデモ 

12.14  『消費税をなくす京都の

会』第17回総会（労館） 

12.14  学費ゼロネット、「学費

ゼロ大集会」、200人、のち、

アピールウォーク 

12.17  府議会、「貧困の連鎖を

打ち切り、市民生活を底上げ

することを求める意見書」、

採択（16日、京都市議会も） 

12.18  第４回関西労使会議（シ

ェラトン都ホテル大阪） 

12.21  男子第59回、女子第20回

全国高校駅伝大会（西京極競

技場）、男子優勝佐久長聖（

長野）、京都外大西47位、女

子優勝豊川（愛知）、立命館

宇治３位 

12.21  アメリカンフットボール

全日本大学選手権（甲子園ボ

ール）で、立命館大学、３年

ぶり、６度目の優勝 

12.21  『京都青年学生連絡会』

「2008冬の陣労働者派遣法改

正・雇い止めに物申す！京都

雇用プロジェクト」（和牛登

録会館）、のち、四条河原町

までデモ 

12.23  京都解放共闘12･23京都

行動（府部落解放センター） 

12.23  全日本民主医療機関連合

会近畿地方協議会、「崩壊の

危機にある日本の医療・介護

の再生を考える」シンポジウ

ム（シルクホール） 

12.25  緊急経済雇用策に関する

特別会議 

12.25  府６月末の府内労働組合

基礎調査結果を発表、組合数

、1､426組合、組合員数、191､

290人、推定組織率、19.6%で

、それぞれ、25組合、1,378人

、0.2ポイントの減少 

 

12.14  連合京都・YOU・友定期

大会（連合京都会議室） 

12.16  西右京地区労定期大会

（西京区役所） 

12.16  丹労連第15回定期大会

（丹後教育会館） 

12.17  東山地区労定期大会（

ホテルグラン京都清水） 

12.22  連合京都、府知事への

重点要請行動（京都テルサ

） 

12.24  連合京都、京都市長へ

の重点要請行動(ホテルフジ

タ京都） 

12.25  京都総評、府に対する2

009年度予算に関し、要請と

懇談 
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